
 

まどが浜海遊公園駐車場の利用時間が変更になります 

 
 「まどが浜海遊公園」（下田市柿崎）の適正な利用のため、平成 30 年２月 1

日（木）より駐車場の利用時間が変更になります。 

なお、「まどが浜海遊公園駐車場の利用に関するアンケート」へ多数の御意

見御協力いただきまして誠にありがとうございました。 

 

１ 駐車場の利用時間 

 午前８時 30 分から午後５時まで 

２ 利用時間外の駐車場の閉鎖について 

 利用時間外の午後５時から翌朝８時 30 分までは、駐車場入口の車止めによ

り閉鎖します。 

 利用時間外の駐車はできません。 

３ 夜間閉鎖中のトイレ等の利用 

夜間閉鎖中に公園のトイレ等を利用される方は、管理棟横の駐車スペース

（２台）をご利用ください。 

４ イベント等による利用時間の変更 

利用時間は、イベントの開催等により変更する場合があります。 
イベント等を実施する場合は、占使用の許可を得ることで駐車場の利用時間

を変更することができます。 
５ 駐車場の夜間閉鎖の社会実験の結果 

  社会実験は、特に問題もなく終了しました。 
  詳細の内容及びアンケートの結果については、資料１、２を参照ください。 
６ お問い合わせ先 

  静岡県下田土木事務所 港湾課 電話番号：0558-24-2111 

  下田市役所 建設課 電話番号：0558-22-2219 



 
 

まどが浜海遊公園駐車場の夜間閉鎖の社会実験の結果について 
 

１ 趣旨 

  まどが浜海遊公園の適正な利用を図るため、駐車場の夜間閉鎖（午後５時

～翌朝８時 30 分）の社会実験を平成 29 年 12 月 14 日～22 日の９日間で実施

した。 

 
２ 社会実験の実施結果 

閉鎖及び開放作業は、駐車場入口に設置してある車止めにより、下田市振興

公社（維持管理業務受託者）が行った。閉鎖 30 分前より下田市の広報車で公

園利用者に夜間閉鎖の呼びかけを行うとともに、夜間閉鎖のチラシの配布、ホ

ームページ等による広報を行い、社会実験は特に問題もなく終了した。 

 

（参考）閉鎖時間中に公園駐車場に駐車していた車両台数 

 12/14 15 16 17 18 19 20 21 22 平均 

台数 ３ ６ ２ ６ １ １ ３ ３ １ 2.9 

 

３ アンケート調査及び関係団体等からの意見聴取 

平成 29 年 12 月 14 日～平成 30 年１月 10 日の期間に、県下田総合庁舎、下

田市役所、公園管理棟にアンケートボックスを設置するとともに、12月15日、

17 日の２日間に公園利用者から直接アンケートを実施した。 

あわせて、関係団体等から意見を伺った。 

 

４ アンケート調査の結果（別紙１－２） 

・271 人からアンケートの回答が得られた。 

・駐車場利用の目的として、散歩、犬の散歩、子供と遊ぶなどの目的が 60％。 

・待ち合わせ、近隣施設の利用、宿泊などのその他の利用が 12％。 

 ・利用時間は、午前８時 30 分から午後５時までの利用が 69％。 

・夜間閉鎖への意見として、反対意見が 56％であり、うち「利用時間の延長」

を希望する意見が反対意見の 56％（全体の 23％）、「有料化」などを提案す

る意見が反対意見の 15％（全体の９％）であった。 

 なお、公園での直接アンケートの結果では賛成、反対はほぼ同数であった。 

・公園については、「このままでよい」、「遊具がほしい」との意見が多かった。 

 

５ 関係団体等からの主な意見等 

・今回の社会実験では、閑散期のため、道の駅への影響はなかった。夏休み、

ＧＷなど繁忙期については影響があるか心配である。 

・夜間閉鎖より有料化の方がよい。 

・大型バスなどまどが浜の駐車場が使用できないと困る。 

資料１ 



まどが浜海遊公園駐車場の夜間閉鎖に関するアンケート結果 

 

アンケート集計結果（回答数：271 人） 

 

① 回答者の住まい     ② 駐車場利用の目的 

（回答数：271）       （回答数：339、複数回答有） 

  

 

③ 駐車場の利用時間     ④ 夜間閉鎖への意見 

  （回答数：371、複数回答有）      （回答数：271） 

 

  

 

  

その他 

42 人(12％)

公園の利用 

203 人(60％)

トイレの利用・休憩 

94 人(28％) 

下田市内 

201 人(74％)

静岡県内 

※下田市以外

46 人(17％) 

県外 

24 人(9％)

6:00～8:30

20 人(5％)

8:30～12:00

109 人(29％)

12:00～17:00 

148 人(40％) 

17:00～19:00 

44 人(12％) 

19:00～6:00

50 人(14％)
賛成意見 

83 人(31％) 

①閉鎖しないでほしい 

87 人（24％） 

②有料化等を 

実施したらどうか

31 人（9％） 

③利用時間・期間

等を考えてほしい

85 人（23％） 

回答なし 

36 人(13％)

反対意見 

152 人(56％)

8:30～17:00  

257 人(69％) 

※反対意見の中に複数回答あり 

資料２ 



アンケート結果（公園での直接聞き取りのみ） 

 

アンケート集計結果（回答数：167 人） 

 

① 回答者の住まい     ② 駐車場利用の目的 

（回答数：167）       （回答数：188、複数回答有） 

  

 

③ 駐車場の利用時間     ④ 夜間閉鎖への意見 

  （回答数：233、複数回答有）      （回答数：167） 

 

  
 

 

 

 

下田市内 

117 人(70％)

静岡県内 

※下田市以外

31 人(19％) 

県外 

19 人(11％)

その他 

9 人(5％)

公園の利用 

131 人(70％)

トイレの利用・休憩 

48 人(25) 

6:00～8:30

9 人(4％) 

8:30～12:00

81 人(35％)

12:00～17:00

108 人(46％)

17:00～19:00 

20 人(9％) 

19:00～6:00 

15 人(6％) 

8:30～17:00  

189 人(81％) 

賛成意見 

66 人(40％) 

①閉鎖しない 

でほしい 

24 人（14％） 

②有料化等を 

実施したらどうか

10 人（6％） 

③利用時間・期間

等を考えてほしい

35 人（21％） 

回答なし 

32 人(19％)

反対意見 

69 人(41％)



夜間閉鎖への主な意見（アンケート回答より抜粋） 

 

１ 賛成意見 

 ・禁止行為を行うものがいるので賛成である。 

 ・いつ犯罪が起きてもおかしくないので、保安のために閉鎖するべき。 

 ・公園利用以外（車中泊など）の利用や個人駐車場としての利用が目立つの

で閉鎖すべき。 

 

２ 反対意見 

（１）閉鎖反対の理由 

・観光客が困ると思う。他県の人は急に閉鎖したら戸惑うと思う。夏 1 か月  

くらいの困った状況のために年間通して閉鎖はどうかと思う。  

・利用者のマナー違反も目立ちますが健全に利用している方もいます。公園は

人が集まらなければ公園としての価値はありません。従来通り夜間使用でき

るようにお願いします。 

・マナーが悪いのは一部。そのせいで全部閉鎖はもったいない。  

・毎年、つりに３～４回下田に来ています。よく駐車場を使うので完全に閉鎖

されると困ることがあると思います。 

・犬の散歩やランニング時、ジム通いなどで利用しているので困る。 

・夜間閉鎖はするべきではない。トラックドライバー・営業の車・行楽の行き

帰りになどにまどが浜海遊公園の駐車場は車を停めやすく、貴重な休息の場

になっている。       

・1 日だけ駐車させたいという時に便利なので、閉鎖はしないで貰いたいです。 

・問題があるからといって安易に閉鎖をするというのは反対。 

・無料で使えることで助かっているのに閉鎖は困る。近隣住民、ホテルへの  

配慮は必要 。 

・車中泊をするため、夜間の閉鎖は困ります。翌日の観光にひびきますので閉

鎖はやめて下さい。下田へ車でおとずれる人達が減ります。 

・乗り合わせのための拠点として良い場所のため、閉鎖は反対。 

 

            

 

 

 

 

 

 



（２）駐車場の有料化など運営方法についての意見 

・キャンプ等行う方を有料にしたらいい。 

・宿泊費をとって利用できるようにしてください。 

・駐車料金をとったらよい。  

・ゲートを作り、夜間だけ有料にする。 

・駐車場がないので、生活に困ります。駐車料金を取り、使用できる様にし  

て頂きたい 。  

・市営オートキャンプ場ができればいい。 

・マナー違反者を取り締まることが大切。  

・市民は自由に使えるように（カードを作るなど）してほしい。  

・マナー違反の人から罰金を徴収する。 

・春・夏・秋は観光客が使えるようにした方がいい。規則を作って使う人は  

規則を守って解放した方がいい。 

        

（３）利用時間・期間について      

・17 時だと早い。 閉鎖するとさびれた感じで嫌だ。 にぎやかな方がいい。 

・朝６時には開けてほしい。 

・17 時で閉まるのは早すぎる。21 時まで開けてほしい。 

・仕事が終わってから、犬の散歩、夜間のジョギング等ができなくなる。 

・夏場は、閉鎖時間を遅くしてほしい。 

・夏のみの閉鎖にしてほしい。夏以外も閉鎖では観光客が激減する。 

・友人とここで待ち合わせをして運動を楽しんでいるので、大変困ります。せ  

めて夏だけの閉鎖にしてください。 

・学校の待ち合わせなどで 17 時～８時半の閉鎖は困る。   

・夜間は利用しないが、朝早くに待ち合わせで利用したい時ちょっと不便。 

・黒船祭やイベントの時は時間を延長してほしい。     

         

         


